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検 索出雲総合芸術文化祭

15

本物志向と住民参加で「芸術文化」に触れる機会として開催する出雲総合芸術文化祭。
音楽、舞台芸術、伝統芸能や市民参加部門など、さまざまな催しの情報を毎月お知らせします。

出雲市役所ロビーコンサート出演者募集

出雲の春音楽祭２０１０

出雲オペラ「椿姫」ハイライト公演

■と　き／3月21日（日・祝）まで 9時～17時
■入館料／一般：500円（400円）　小・中・高校生：200円（100円）
　　　　　（　）は20名以上の団体料金
■休館日／毎週火曜日

館蔵品をメインに 山水

おたずね：平田本陣記念館　TEL 62－5090

平田本陣記念館

　平田本陣記念館は平成元年開館以来、多くの方々
の深いご理解と、暖かいご支援のもとに運営してまい
りました。 
　20年間の開館期間中、郷土の文化振興に役立てて
ほしいと貴重な美術品の寄贈が多数ありました。 そ
の中でこのたびは山水・風景画の寄贈作品等に焦点
を当て、広くそれらの美術品を公開するために「館蔵
品をメインに 山水」として開催することといたしまし
た。 山水画は、東洋の山岳信仰に深く関わり、
古より画の一部門としてさまざまな表現方法
が発達してまいりました。
　本展覧会では、本陣宿を営んだ木佐家に来
遊した作家の作品や、本年度ご寄贈いただい
た新館蔵品、現代作家の作品など、館蔵品中
心に一堂に展示いたします。
　地域の優れた文化資料により、郷土への関
心を高めていただければと存じます。

■と　き／3月15日（月）まで
　　　　　9時～16時30分
■入館料／一般：600円（500円）
　　　　　高校生以下：400円（300円）
　　　　　（　）は20名以上の団体料金
■休館日／毎週火曜日

「初春の展示
 ～寅年を迎えて～」

おたずね：手錢記念館　TEL 53－2000

手錢記念館

　堀江友聲の「月下吼虎図」など、寅年にちな
んだ掛軸、屏風を展示します。

武陵桃源図　福田半香

工芸展

優
秀
作
品
展

　市役所１階ロビーで毎月1回昼休みのひととき、市民の皆さんに安らぎの時間
を提供するとともに地域で活躍する音楽家の発表の場として「ロビーコンサート」
を開催しています。今後の出演者を募集しています。詳しくは芸術文化振興課まで
お問い合わせください。

■と　き／３月５日（金）～７日（日）
　　　　　１０時～１７時
　　　　　（７日は１６時まで）
■ところ／出雲文化伝承館
　　　　　縁結び交流館
■入館料／無料

同時
開催

・出雲市美術展「第１１回工芸展」
・公募展優秀作品展

出雲文化伝承館

　市民の皆さんが制作され
た、陶芸・木工芸・ガラス工芸
等を多数展示します。
　また、公募展で市長賞・教
育長賞を受賞された優秀作
品を一堂に集めて展示しま
す。
　この機会に是非ご鑑賞く
ださい。

Ｓ席：完売　Ａ席：７，０００円　Ｂ席：完売

ビッグハート出雲

出雲市民会館

※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。

出雲公演
■と　き／３月８日（月） 開演１９時（開場１８時３０分）
■ところ／出雲市民会館

■と　き／３月22日（月・振替） 開演１４時（開場13時）
■ところ／ビッグハート出雲

■と　き／７月４日（日）午後
■ところ／出雲市民会館
◇曲　目：ヴェルディ作曲 歌劇「椿姫」全幕（イタリア語上演）

協力内容：広報活動、運営スタッフ、チケット販売促進、賛助会員など
賛助会員：賛助金 個人１口 2,000円、法人１口 5,000円から　
　　　　　本公演チケット先行販売など、各種会員特典あり
問合せ先：出雲の春音楽祭実行委員会事務局 TEL 21ー6371
　　　　　出雲市芸術文化振興課 TEL 21ー6957

「出雲の春音楽祭」サポーター募集

【曲　 目】
コープランド／野外序曲
コルンゴルド／ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク／交響曲第９番 「新世界から」

指揮：
キース・ロックハート

ヴァイオリン：
イリア・グリンゴルツ
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【出雲】出雲市民会館・ラピタ本店・アツタ楽器・大社文化プレイスうらら館
【松江】しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）
【ローソンチケット】（電話予約）0570－084－006 （Lコード）66714

プレイガイド

（全席指定）

７年ぶりの出雲公演を、ぜひお楽しみください。

好評につき
S席・B席は完売しました

一般：2,000円（当日2,500円）　学生：1,000円（当日1,200円）
ペア：3,000円（前売りのみ）

【出雲】ビッグハート出雲・出雲市民会館 ほか
プレイガイド

■と　き／3月14日（日） 開演14時 （開場13時30分）
■ところ／スサノオホール
◇出　演／和谷泰扶（ハーモニカ）、菊地知也（チェロ）
　　　　　荒尾岳児（ピアノ）

三井住友海上文化財団派遣コンサート

和谷 泰扶 クラシック・ハーモニカの室内楽

おたずね：NPO法人スサノオの風　TEL 84－0833

スサノオホール

一　般：１，０００円（当日１，２００円）
高校生以下：５００円（当日７００円）
※本コンサートは（財）三井住友海上文化財団の助成により低料金に設定しております。
※就学前のお子さまのご入場はご遠慮ください。

【出雲】スサノオホール・出雲市民会館 ほか
主 催：NPO法人スサノオの風、出雲市、島根県、（財）三井住友海上文化財団

（全席自由）

プレイガイド

好評発売中

◇プログラム：プレトーク／岩田達宗（演出家）
　　　　　　  ヴェルディ作曲 歌劇「椿姫」ハイライト　
◇出　演：菅英三子（ヴィオレッタ）、経種廉彦（アルフレード）
　　　　　福島明也（ジェルモン）、地元キャスト
　　　　　出雲の春フェスティバル合唱団
　　　　　指　揮／石橋久和
　　　　　ピアノ／望月美希、今岡美保、ヴァイオリン／芦原 充
◇主　催：出雲の春音楽祭実行委員会
◇助　成：財団法人地域創造

12月25日出演 PASQUA －パスクァ－

2,000円（当日2,300円）

【出雲】大社文化プレイスうらら館
主 催：演芸を楽しむ会、たいしゃ芸術文化祭実行委員会
共 催：出雲市、出雲市教育委員会、出雲総合芸術文化祭実行委員会

（全席自由）

おたずね：大社文化プレイスうらら館　TEL 53－6500

大社文化プレイスうらら館

■と　き／３月２０日（土） 開演１８時（開場17時30分）
■ところ／大社文化プレイスうらら館ごえんホール
◇出　演／桂吉弥、桂まん我、桂吉の丞

桂吉弥落語会

プレイガイド
好評発売中

本
公
演

好評
発売中

企画展
と ら

干支にちなむ虎・寅・乕 展と郷土の陶芸
と ら

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21－2460

　古くより虎は絵師や画僧が好んでとりあげた題材
でした。
　このたびは郷土愛好家のご協力により、早春を飾る企
画展として、絵画に描かれた干支・虎の名品を展示しま
す。虎の絵には宗教的なものから、その勇猛さを賞玩し
て写実性を重視したものまで多彩に表現され、ひろく親
しまれて今日におよんでいます。本展では朝鮮絵画や江
戸時代から近代までの虎の優品約30点を公開します。
あわせて郷土の陶芸の優品も展示します。

出雲文化伝承館

■と　き／3月2日(火）～4月4日（日）
　　　　　9時～17時 （入館は16時30分まで）
■ところ／出雲文化伝承館 第一・第二展示室
■観覧料／一般：５００円(20名以上の団体は２割引き)
　　　　　高校生以下無料
■休館日／月曜日(祝日は開館) 3月22日（月・振替）は開館

※参加費：1,500円（茶席３席、特別展観覧料含む） 当日券：1,600円

早春の茶会
3月27日（土）：表千家（出雲屋敷・野点）、裏千家（松籟亭）
　　28日（日）：不昧流（出雲屋敷）、三斎流（松籟亭）、裏千家（野点）

■と　き／４月４日（日）まで
■ところ／出雲文化伝承館 文化工房展示室
■観覧料／無料
■休館日／月曜日（３月22日（月・振替）は開館）

おたずね：出雲文化伝承館　TEL 21－2460

　出雲市を代表する洋画家・有馬
侃氏が本年１月８日逝去されまし
た。氏は新潟県出身で、大田中学そ
して島根青年師範学校を卒業さ
れ、邇摩高校や出雲高校で美術教
諭を務め、多くの後進を育てられま
した。
　また、佐藤一章、森田茂らに洋画
を師事し、23歳で東光展初入選以
来、同展と日展を中心に活躍され、
29歳で第1回安井賞展出品、38
歳と45歳の時日展で特選を受賞されるなど早くから注目されまし
た。55歳で上京して以後、日展審査員や評議員を務め、平成15年か
らは東光会理事長に就任されました。
　このたびは、永年出雲市の美術振興にご貢献いただいた画伯を偲
び、平成17年にご寄贈いただいた作品の一部を展示して追悼の意を
表します。

出雲文化伝承館

追悼 有馬 侃 遺作展
ただし

今岡美術館
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企画展
匠の彫刻・魅力の木版名品展
―日本の文化　木と紙の表現―

おたずね：今岡美術館　TEL 25－2239

　島根の彫刻家たちの作品や浮世絵を展示します。
■と　き／3月6日（土）～5月30日（日）
　　　　　9時～17時（最終入館16時30分）
■観覧料／高校生以上：６００円
　　　　　中学生以下無料
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